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樫市政へのご要望・ご意見はこちらへ
◎ご意見箱設置場所
　市役所１階屋内ひろば、上の原・ひばりが丘・
滝山の各連絡所
◎エコーテレホン・エコーファクス
　緯４７２・１１３１（夜間・休日のみ）
◎ホームページ（http://www.city.higashikurume.lg.jp）
のご意見箱（左メニュー「ご意見・お問い合わせ」
から）

28.　6.　15

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象　f定員　d講師　g費
用　h持ち物　iご注意　jその他　k申し込み　l問い合わせ

人口と世帯＜平成２８年６月１日現在＞　人口１１７,１０２人（うち外国人１,８２８人）／前月比５３増
男５７,３２３人／前月比３５増　女５９,７７9人／前月比１８増　世帯数５３,２０９／前月比３３増

飼い犬の狂犬病予防注射はお済み
ですか
市獣医師会加入の動物病院で飼い犬の
登録もできます
　生後９１日以上の飼い犬は、飼い始め
た日から３０日以内に登録し、年１回の
狂犬病予防注射を受けることが狂犬病
予防法で定められています。
　下表の動物病院では、予防注射や注
射済票の交付、新規登録の手続きがで
きます。また、犬が死亡したときや、
所有者住所などの登録内容に変更があ
る場合は、健康課予防係緯４７７・００３０
へ連絡してください。
　g注射済票交付５５０円▼注射済票再
交付３４０円▼新規登録３,０００円▼鑑札再
交付１,６００円j予防注射料金は各病院
へ問い合わせてくださいl同係
 

お子さんの予防接種
①日本脳炎（特例措置）
　日本脳炎の積極的勧奨を控えていた
ことにより、接種機会を逃してしまっ
た（７年４月２日〜１９年４月１日生ま
れの）方で、接種が完了していない場

予防注射、注射済票の交付、新規登
録ができる動物病院

電話番号所在地病院名
４７１・００３１中央町

４－８－１０
いそべ
動物病院

４５３・８１１１中央町
２－６－５０

かざま
動物病院

４７４・０５３３東本町
４－９

田中
動物病院

４７３・７０７８中央町
１－１－４９

トオヤ
動物病院

４７１・６３０６中央町
１－３－１山村獣医科

４７７・３４４３八幡町
３－３－１２

くるめ
動物病院

４７５・５５６２下里
５－９－１５

どんぐり
動物病院

合は、２０歳の誕生日の前日までに接種
をご検討ください。２８年度は次の方を
対象に勧奨を行っています。
　e１６歳（１２年４月２日〜１３年４月１
日生まれ）の方＝第２期不足分
②麻しん、風しん
　麻しん（はしか）、風しんは人から人
へ感染しやすく重症化する場合もあり、
予防接種を２回することで予防効果が
高まります。２８年度は、次の対象者へ
個別通知を発送しました。
　e第１期＝２７年４月１日〜２８年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２２年４月２
日〜２３年４月１日生まれの方
　j第１期分は１歳の誕生月に、第２
期分は４月上旬に、それぞれ個別に通
知しています。対象者で通知が届かな
い場合は、健康課予防係緯４７７・００３０
へ問い合わせてくださいl同係
３歳児健診
　a６月２３日（木）午後０時半〜１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２５
年５月１６日〜６月１２日生まれの幼児k
当日直接会場へl健康課保健サービス
係緯４７７・００２２
１歳６カ月児健診
　a６月３０日（木）午後０時半〜１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２６
年１２月６日〜２６日生まれの幼児k当日
直接会場へl健康課保健サービス係緯
４７７・００２２
脳の健康教室
　a祝日を除く７月１３日〜１２月２１日の
毎週水曜日、午前１０時から１時間程度
b滝山地区センター第１会議室cドリ
ルを使った簡単な読み書き、計算学習、
参加者同士の交流などe６５歳以上で１
人で会場に通うことができる方f先着
１０人（初回の方優先）g無料h筆記用具、
上履きj８月から中央町地区センター
でも開催します。詳細は広報７月１５日
号に掲載予定ですkl６月１６日（木）
午前９時から電話で介護福祉課地域ケ

燃 や せ な い ご み
　週１回、袋で収集します。
［月曜日］　学園町、ひばりが丘団地、
　中央町、南沢
［火曜日］　前沢、南町、滝山
［水曜日］　下里、柳窪、八幡町、弥生
［木曜日］　氷川台、本町、小山、幸町、
　野火止
［金曜日］　上の原、神宝町、金山町、
　大門町、東本町、新川町、浅間町

燃 や せ る ご み
　週２回、西部地区と東部地区に分け
て収集します。
［月曜日・木曜日］　本町二丁目、小山、
　幸町、前沢、南町、滝山、下里、柳窪、
　野火止、八幡町、弥生
［火曜日・金曜日］　上の原、神宝町、
　金山町、氷川台、大門町、東本町、
　新川町、浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、本町一・三・四丁目、中央町、
　南沢

　　紙　　　　　　類　　
　週１回、回収します。
［木曜日］　浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、南沢
［金曜日］　前沢、南町、滝山、下里二・
　三丁目、弥生
［水曜日］　上記以外の地域

資 源 ご み
　★容器包装プラスチック…週１回、
「燃やせないごみ」を出す日の前日（学
園町、ひばりが丘団地、中央町、南沢は
金曜日）、地域ごとの指定日に回収
　★びん・缶・ペットボトル…週１回程度、
地域ごとの指定日に回収
　★古布…「燃やせるごみの日」に出し
てください（雨天の場合は次回に）

ア係緯４７０・７７７７（内線２５５７）へ
７月のプレ・パパママクラス
　７月２３日は土曜日の開催です。ご夫
婦そろって参加してみませんか。
　◎小児科医・助産師の話、交流会＝
a５日（火）午後０時半〜４時
　◎プレママクッキング＝a１２日（火）
午前９時半〜午後２時c妊娠中の栄養
と食事の話、調理実習g５００円（食材費）
　◎お風呂の入れ方、妊婦疑似体験、
交流会＝a２３日（土）午後０時半〜４時
　◎妊婦歯科健診＝a２６日（火）午後
１時１５分〜３時
　《共通事項》bわくわく健康プラザe
おおむね妊娠１６週以降の方とその夫
f２５組（応募者多数の場合は、初産の
方を優先）j４回で１コース。ただし
１日のみの参加も可kl電話で健康
課保健サービス係緯４７７・００２２へ
 

幼児には保護者の同伴をお願いします。
行事の詳細は各児童館へ問い合わせを。

 

　☆絵本だいすき＝a６月１７日（金）
午前１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞か
せと紹介e２歳〜３歳児d渡辺和子氏、
中林のり子氏
　☆おはなし会＝ae１８日（夏のおは
なし会）・２５日のいずれも土曜日。午後
２時からが幼児、２時半からが小学生
c絵本の読み聞かせ、手遊びなど
　☆ベビーヨガ＝a２４日（金）午前１０
時半からc乳児と母親によるヨガ、ス
トレッチ体操e７カ月〜１２カ月児とそ
の保護者f先着６組d崎田千佳子氏k
受け付け中
　☆音楽の日＝a２６日（日）午後２時
半〜３時半cリズム遊び。ハンドベル
を使って「音」を楽しもうe幼児〜高
校生年代d春田直江氏k当日受け付け
　☆ひよこタイム＝ac２８日（火）午
前１０時半〜１１時が絵本の読み聞かせ、
わらべ歌など。午前１１時〜１２時が親子
の触れ合いタイムe０歳〜１歳児

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４
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土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３０２９２８２７２２６６

7
土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１１８８１１７７

３３００２９２８２７２６２５２４２４　
３　３１１

　lごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。

休日診療所（日曜日と祝日、午前９時〜正午と午後１時〜４時半）
 【内科・小児科】※薬の処方は最低限の日数となります。
　６月１９日
＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山４－３－１４、緯４７３・３６６３）
　６月２６日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
【歯科】
　６月１９日・２６日
＝わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、緯４７４・５１５２）
夜間診療医療機関（診療科目・時間等については当日事前にご確認ください）
　６月１９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　６月２６日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
平日準夜間小児初期救急診療
　月曜・水曜・金曜日（午後７時半〜１０時２０分）
　　＝佐々総合病院（西東京市田無町４－２４－１５、緯４６１・１５３５）
　月曜〜金曜日（午後７時半〜１０時半）
　　＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町１－７－１、緯０４２・３９６・３８１１）

休日・夜間診休日・夜間診療療 必ず保険証をご持参ください

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください
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e０歳児とその保護者f１０組d炭田契
恵子氏k６月２９日（水）午前１０時から
受け付け（電話可）
　☆ひばりまつり＝a７月１０日（日）
午後１時２０分〜３時半cゲーム、工作、
食べ物、お化け屋敷、太鼓演奏などe
４歳児（保護者同伴）〜高校生年代f
先着２００人j前日の午後と当日は通常
利用できませんk６月１８日（土）午前
１０時から参加券（１枚１００円。先着２００
人）を頒布（電話不可）
 

 

　赤ちゃんを連れて遊びに来てくださ
い（月曜〜土曜日、午前１０時〜午後４
時半）。育児相談も受けます。
　☆手作り布おもちゃの会＝a６月２１
日、７月５日のいずれも火曜日、午前
１０時〜正午e乳幼児とその保護者f２０
組h裁縫箱、はさみj保育はありませ
んk６月１５日（水）から同センターへ
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace
６月２２日が「はいはいの会」、７カ月〜
１２カ月児とその保護者。７月６日が「ね
んねの会」、６カ月未満児とその保護者。
いずれも水曜日の午前１０時〜１１時半h
バスタオルj保育あり（各回先着３人）。
６月１５日（水）午前１０時から受け付け
k当日直接会場へ
 

　☆おはなし広場＝a６月２０日（月）
午前１１時〜１１時半cボランティアによ
る乳幼児向けの読み聞かせや手遊び
　☆なかよし広場＝ab６月２１日が
第一小学校。２８日が第六小学校。いず
れも火曜日の午前１０時〜１１時半c育児
の情報交換をしたり、ボランティアと
一緒に遊びましょうe０歳〜５歳児と
その保護者hスリッパk当日直接会場
へ徒歩か自転車で来場を
　☆赤ちゃん広場＝a７月１日（金）
午前１０時〜１１時半cママ友達を作り、
たくさんおしゃべりをしてストレスを
解消しましょう。体重測定や育児相談
を受けますe０歳児とその保護者hバ
スタオルk当日直接会場へ
　☆ちびっこ育児講座＝a７月８日
（金）午前１０時〜１１時半c遊び・生活・
しつけなど、子育ての悩みをテーマに
話し合います。一人で悩まず一緒に考
えましょうe１・２歳児とその保護者
f先着１０組j保育ありk７月１日（金）
午前９時半から同センターへ
 

読書会「金の神と恋の使者」
　a７月１７日（日）午後２時〜３時半
b西部地域センター３階第２・３講習
室e中学生以上f１５人g無料i駐車場
はありませんk６月１５日（水）から、

子ども家庭
支援センター（ ）わくわく健康プラザ２階

電話４７１・０９１０

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

電話または直接滝山図書館緯４７１・
７２１６へl同館
 

親子スポーツ教室
～西武・武蔵野パートナーズ主催
　ボールや縄跳びを使い、親子で楽し
くコミュニケーションを取りながら、
子どもの運動能力を育みます。
　a６月２８日（火）午前１１時〜１１時４５
分（雨天中止）b六仙公園芝生広場e
２歳〜４歳の未就園児とその保護者f
先着２０組g２００円（保険代など）h運動
できる服装、着替え、飲み物などi駐
車場はありませんkl都立野川公園
サービスセンター緯０４２２・３１・６４５７
（午前９時〜午後５時）へ
夏季市民オープンバスケットボール大会
～市バスケットボール連盟主催
　a７月１６日（土）、２４日（日）のいず
れも午前９時〜午後６時５０分bスポー
ツセンターe市内在住・在勤で１８歳以
上の方（高校生は不可）で編成された
チームg参加費５,０００円、連盟非登録チ
ームは別途３,０００円j抽選会は７月２
日（土）午後６時半〜８時に、同セン
ター３階でkl同連盟事務局・貫井清
三緯４７４・１１１１へ
親子球技大会　“親子で一緒に
ドッジボールで身体を動かそう”
～スポーツセンター主催
　親子で一緒にドッジボールで身体を
動かしませんか。家庭以外でコミュニ
ケーションを取り、地域の子どもとの
交流を深めます。
　a７月１７日（日）午後１時〜４時b
スポーツセンター第１体育館e年長〜
小学６年生（年長〜小学３年生は保護
者同伴）f先着６０人g２００円、親子は１
組３００円h飲み物、室内履き、タオルk
６月１５日（水）から直接同センターへ
l同センター緯４７０・７９００
夏休み短期水泳教室
～スポーツセンター主催
　５日間の集中レッスンで、効果的な
泳力向上を目指します。
　aＡコース＝７月１８日（祝）〜２２日
（金）、Ｂコース＝７月２５日（月）〜２９
日（金）、Ｃコース＝８月１日（月）〜
５日（金）。時間は①午前７時１５分〜８
時半②午前８時１５分〜９時半bスポー
ツセンターe小学生（同センターのス
イミング教室に通っている方は中級６
級まで）f各コース３０人（応募者多数
の場合は抽選）g３,２４０円と施設利用料
５日分i種目などの希望は考慮できま
せんj同センターの泳力判定により実
施k７月６日（水）までに（必着）、往
復はがき（１人１枚）に教室名・希望
コース・住所・氏名・年齢（学年）・電
話番号・保護者氏名、教室参加経験者
は認定級（返信用にも住所・氏名）を
記入の上、〒２０３－００１１、大門町２－
１４－３７、スポーツセンター宛て郵送を
l同センター緯４７０・７９００

 

　☆幼児のつどい＝ac６月１６日が
「小麦粉粘土」、汚れてもいい服装で。
２３日が「キラキラ人形劇団による赤ず
きんの上演」。いずれも木曜日の午前１０
時半〜１１時半e幼児
　☆工作の日＝a１７日（金）午後２時
からと１８日（土）午後１時半からcス
ーパーボール作りe小・中学生
　☆のびのびぐんぐん＝a２１日（火）
午前１０時半〜１１時c新聞紙遊びe１歳
児とその保護者
　☆将棋大会＝a２２日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市将棋研究会
　☆夏まつり実行委員会＝a２５日（土）
午後２時からと２９日（水）午後３時半か
らc７月２日（土）の夏まつりのお店の
最終確認と盆踊りの練習e小・中学生
 

　☆赤ちゃん広場＝ac６月１５日が
「親子のコミュニケーションワークと
ティータイム」、講師は炭田契恵子氏、
飲み物持参、当日直接会場へ。２２日が
「ベビーマッサージ」、講師は渡辺直子
氏、バスタオル、おむつ、飲み物（母
乳可）持参、６月１５日（水）午前９時
から受け付け（電話可）。いずれも水曜
日の午前１０時半〜１１時半e０歳児とそ
の保護者f各回先着２５組
　☆幼児のつどい＝ae１６日が２歳
〜４歳児。２３日が１歳児。いずれも木
曜日の午前１０時半からc腕時計作りと
６月の誕生日会

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

　☆おはなしの日＝a２１日（火）午前１１
時〜１１時２５分c絵本の読み聞かせや手
遊びなどe幼児dみくりおはなしの会
　☆中高生年代バドミントン大会＝
a２４日（金）午後５時半からe中学・
高校生年代k当日受け付け
　☆水道キャラバン＝a７月１日（金）
午前１０時半〜１１時c都水道局の職員に
よる出前講座e幼児f先着２０人k６月
２２日（水）から受け付け（電話可）
　☆リラクセーションヨガ＝a７月６
日（水）午前１０時２０分〜１１時c親子で
参加できるヨガe乳幼児とその保護者
f先着１５組d aki 氏h長めのタオル、飲

アキ

み物、足先の出る動きやすい服装k６
月２９日（水）午前９時から受け付け
（電話可）
 

　☆おはなしの日＝a６月１５日（水）午
後３時４５分〜４時１５分c絵本の読み聞
かせe幼児〜小学生d水曜おはなし会
　☆幼児のつどい＝ace１６日が「音
楽に合わせて身体を動かそう」、１歳〜
４歳児（合同）。２３日が「七夕工作」、
２歳〜４歳児（あひる）。いずれも木曜
日の午前１０時半〜１１時１５分
　☆親子体操＝a２０日（月）午前１０時
半〜１１時半b子どもセンターひばりe
１歳〜４歳児とその保護者f２０組d健
康運動実践指導者の戸田まゆみ氏h飲
み物j動きやすい服装で。ひばり保育
園との共催行事k６月１５日（水）午前
１０時から受け付け（電話可）
　☆すくすく広場＝a７月６日（水）
午前１０時半〜１１時半c赤ちゃんとお母
さんの音のコミュニケーションワーク

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

晦
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皆
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　国民健康保険に加入した１８歳以上の方を対象に、
健康づくりを応援するサイト「東久留米市国保
QUPiO（クピオ）」は、インターネットに接続で
きるパソコンなどから、次のＵＲＬ
（https://www.qupio.jp/higashikuru 
meshikokuho/）または右のＱＲコー
ドでアクセスできます。
　クピオでは、登録後のログインや健（検）診受

診、市の指定した健康イベントなどへの参加でポ
イントが付与されます。ポイントは、歯ブラシ、
電子体温計、サプリメント、万歩計、血圧計、折
り畳み自転車、空気清浄器などの健康グッズを中
心とした商品に交換できます。ぜひ、健康づくり
のほか、ご自身にとっても「お得」なクピオをご
活用ください。
　i初回は「ユーザー登録」「初回ログイン設定」が
必要l国民健康保険についてが保険年金課緯４７０・
７７３３、特定健康診査についてが健康課緯４７７・００１３

「東久留米市国保QUPiO（クピオ）」の
ポイント交換商品を公開しました

わず連絡もつかなければ、墓は取り
除かれてしまう可能性があります。
　一方、骨壷などに遺骨を入れて納
骨堂に納める場合、墓石代はかかり
ません。納骨堂はロッカー型、仏壇型、
専用カードをかざすと参拝スペース
に納骨箱が移動する機械式などがあ
ります。また、最近は樹木葬も、子
や孫への負担が小さいため人気があ
ります。樹木葬は多くの方の遺骨を
まとめて埋葬し供養する 合  葬 が基本

がっ そう

なので、墓を継ぐ人がいない場合も、
利用しやすいようです。
　納骨堂や樹木葬を選ぶ場合は、施
設によっての違いが大きいので、遺
骨の保管方法や参拝の方法などをし
っかり確認する必要があります。
　いずれにしても、家族でよく話し
合うことが大切です。分からないこ
とがあるときは、気軽に市消費者セ
ンターにご相談ください。
《消費者相談》
●平日の午前１０時～正午、午後１時
～４時＝市消費者センター（市役所
２階生活文化課内）緯４７３・４５０５
●平日および土曜・日曜日、祝日の
午前１０時～午後４時＝消費者ホット
ライン緯１８８

お墓選び
Ｑ．お墓の購入を考えています。お
墓にも種類がいろいろあり、料金も
さまざまです。最近のお墓事情を教
えてください。
Ａ．近年、お墓選びが多様化してい
ます。墓地に墓石を建てて遺骨を埋
葬する従来型のお墓に代わり、都市
部での人口の増加や、少子化を背景
に、納骨堂や樹木葬への関心が高ま
っています。
　墓地は寺が運営する寺院墓地、自
治体の公営墓地、宗教法人などの民
営霊園に分かれています。　　　
　従来型のお墓を建てる際の主な費
用は、 永  代 使用料と墓石代です。 建 

えい たい こん

 立 後は毎年管理料が発生します。永
りゅう

代使用料は地価を反映するので都市
部では高額になる傾向があります。
墓を継ぐ人がいることが前提なので、
永代使用料を払っても、管理料を払
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にお子さんの支援を行います。
　ab①７月７日（木）午前１０時から
が生涯学習センター集会学習室５、②
１５日（金）午後１時半からがわくわく
健康プラザ社協会議室。いずれも１時
間半程度h入会希望者（保護者）の顔
写真j保育あり（土曜・日曜日を除く
３日前までに要予約）k当日直接会場
へl同サポート・センター緯４７５・３２９４
人づくり・人材確保支援事業への
参加企業、参加者を募集します
　市では、市内の中小事業者における
優れた人材の確保や、若者の人材育成、
就業支援を通して、地域での雇用・就
業の促進と企業在職者の定着率向上を
図るため、次の事業への参加者を募集
します。
◎有給研修生の募集（労働力確保事業）
　a研修期間（予定）は７月１９日（火）
〜１１月１５日（火）c社会人として必要
なスキルなどの研修を行った上で、原
則市内の企業で就労体験を行い、正規
雇用を目指しますe就職を希望する市
内在住のおおむね３９歳以下の方（正規
雇用として就職していない方）j時給
１,３００円。１日８時間k電話で同事業事
務局（ヒューマンアカデミー株式会社
内）緯０３・５３４８・２０３９へ
◎参加企業の募集（処遇改善事業）
　cコンサルタントの派遣や企業合同
セミナーなどを実施し、企業の経営改
善や従業員の処遇改善を支援しますe
従業員の処遇改善に意欲のある市内中
小企業f２０社程度k電話で同事業事務
局（マンパワーグループ株式会社内） 
緯０３・３３４２・４７６０へ
東日本大震災・熊本地震被災地
復興支援チャリティーイベント
「まろにえ祭り」を開催します
　今年は復興支援チャリティーイベン
トと併せて、国際交流をテーマに、さ
まざまな催し物で会場を盛り上げます。
ぜひ家族や友人とご来場ください。
　a７月３日（日）午前９時４５分〜午
後４時b生涯学習センターg入場無
料l同センター緯４７３・７８１１
多摩六都フェアで制作した映画・
映像作品が上映されます 
　多摩六都フェア「映画制作ワークシ
ョップ」で２６年度に制作した「あの 惑 

ほ

 星 の名は」と、２７年度に制作した「多
し

摩六都の輝き」を、まろにえ祭りで上
映します。どちらの作品も、受講生で
ある多摩六都の市民が力を合わせ、商
店や農家、ＮＰＯ法人など多くの皆さ
んにご協力いただいた多摩六都の魅力
満載の作品です。ぜひご来場ください。
　a７月３日（日）①午前１１時半から
②午後２時からb生涯学習センター集
会学習室５jパネル展示なども予定l
西東京市文化振興課緯０４２・４３８・４０４０
男女共同参画週間特別講演「一人
ひとりを大切にする防災への備え
〜熊本地震から見えてきたこと」
～男女平等推進センター主催
　前熊本県知事に講演していただきま
す。「トイレはどのような状態に」「乳
幼児や要介護者、障害者、外国人への
配慮は」など、熊本地震での具体例を
交え、防災・復興における女性の目線
の大切さについて伺います。個々の問
題を丁寧に解決していくことが、一人
ひとりを大切にする社会につながりま
す。
　a７月３日（日）午後２時〜４時b
市民プラザホールf先着８０人（要申し
込み）d日本社会事業大学理事長で前
熊本県知事の潮谷義子氏g無料j２歳
〜未就学児の保育あり（定員５人）。６

月１５日（水）〜２２日（水）に要予約k
６月１５日（水）から電話または直接同
センター緯４７２・００６１（火曜日休館）
へ
「たまには少し自分時間　ワタシ
らしいライフスタイル探し」
　子どものこと、家庭のことなど大変
だけど楽しい毎日。でも「ずっとこの
ままでいいのかな」と考えているあな
たへ。ちょっと家庭から離れて自分の
ことを考える時間を作ってみませんか。
講師や参加者同士の会話から新しい発
見があるかもしれません。
　a①７月１４日（木）②１５日（金）の
いずれも午前１０時〜正午b男女平等推
進センター会議室c①ワークライフバ
ランスとライフプランを描きだそう②
コラージュで描くワタシの未来〜視覚
イメージを使って未来のキャリアを考
えようe子育て中の女性f各回先着１５
人（要申し込み。２回参加できる方優
先）di&i コミュニケーション・ラボ
代表でキャリアカウンセラーの 森  山  貴 

もり やま たか

 代 氏g無料j２歳〜未就学児の保育あ
よ

り（定員５人）。６月２０日（月）〜２９日
（水）に要予約k６月２０日（月）から
電話または直接同センター緯４７２・
００６１（火曜日休館）ヘ
第214回東京都都市計画審議会の
傍聴者を募集します
　a９月２日（金）午後１時半からb
都庁会議室f１５人（事前抽選）i 個人
のプライバシーに関わる案件などがあ
る場合は、会議が一部非公開となるこ
とがありますj付議予定案件は都都市
整備局ホームページ（http://www.to 
shiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingi 
kai/yotei.htm）または都都市計画課緯
０３・５３８８・３２２５へ問い合わせてくださ
いk８月１２日（金）までに（当日消印
有効）、往復はがき（１人１通のみ有効）
に住所・氏名・電話番号を記入の上、
〒１６３－８００１、都都市整備局都市計画
課宛て郵送をl同課

夏期ジュニアテニス（硬式）教室
～都・都体育協会・市体育協会主催、
市テニス連盟主管
　a全４回。７月１９日・２６日、８月２日・
９日（予備日は１６日）のいずれも火曜日、
午前９時〜１１時（８時４５分集合）b小
山テニスコートe市内在住の小学５年
〜中学３年生でテニスに興味のある方
（初心者可、初心者と経験者はクラス
分けをします）f４０人（応募者多数の
場合は抽選）g無料k７月１２日（火）
までに（消印有効）、往復はがきに教室
名・住所・氏名・電話番号・学校名・
学年（返信用にも住所・氏名）を記入
の上、〒２０３－００１１、大門町２－１４－３７、
スポーツセンター内、市体育協会事務
局宛て郵送を（電話不可）l同協会事
務局緯４７０・２７２２
 

特設行政相談所を開設します
　国、都、市などの行政機関や、ＪＲ・
ＮＴＴなどの公共性の高い法人、公的
行政機関から委任され補助金を受けて
いる法人などについて、苦情や意見・
要望はありませんか。そのようなとき
は、「行政相談委員」が相談に応じます。
　行政相談委員は、総務大臣から委嘱
された民間有識者です。相談費用は無
料です。気軽にご相談ください。
　a６月２２日（水）午後１時半〜４時
b市役所１階屋内ひろばj車での来場
はご遠慮くださいk当日直接会場へl
生活文化課市民相談・施設係緯４７０・
７７３８
多摩六都科学館
中学・高校生のためのサイエンス
カフェ宇宙2016「原始宇宙から来
る重力波と磁場〜宇宙論最前線〜」
　カフェにいるような気軽な雰囲気で、
最新の宇宙論研究の話を聞いてみませ
んか。
　a７月３日（日）午後２時〜４時e
中学生以上f４０人（応募者多数の場合
は抽選）d Kavli  IPMU特任研究員の難

カ ブ リ

波亮氏g大人５００円、高校生以下は無料
k６月２０日（月）までに（必着）、同館
ホームページから、またははがきにイ
ベント名・住所・氏
名・年齢・電話番号
を記入の上、〒１８８
－００１４、西東京市芝
久保町５－１０－６４、
多摩六都科学館宛て
郵送をl同館緯４６９・
６１００
多摩北部広域子ども体験塾
「たまろくトレイン探検隊」
　身近な鉄道「西武線」に乗って、北
多摩地域を探検しよう。西武鉄道の車
両を１編成貸し切っての特別ツアーを
実施後、５市を代表する駅やその周辺
を見学します。９月にも関連プログラ
ムを開催する予定です。
　詳しくは多摩六都科学館ホームペー
ジ（http://www.tamarokuto.or.jp/）ま
たは各小・中学校に配布するチラシを
ご覧ください。
　a７月２５日（月）・２９日（金）、８月
９日（火）・１０日（水）b多摩六都科学
館ほかe多摩六都地域（東久留米市、
小平市、東村山市、清瀬市、西東京市）
に在住・在学の小学１年〜中学３年生
f各回６０人（応募者多数の場合は抽選）
g無料k７月４日（月）までに、同館
ホームページまたはチラシを参照の上、
申し込んでくださいl同館緯４６９・

６１００
市民自主企画講座
「英語ＤＥおもいっきり自己表現」
　簡単な英語を使って素敵な自分をア
ピールしましょう。
　企画・運営はウラウライングリッシ
ュ。主管は市文化協会。
　a全２回。①７月４日（月）「おもい
っきり自己表現」②７月７日（木）「表
現力豊かに自己紹介」、いずれも午前１０
時〜正午b生涯学習センター集会学習
室１・２e市内在住・在勤・在学で関
心のある方f先着４０人d英語芸術学校
マーブルズ代表の小口真澄氏g無料j
英語のレベルは不問。動きやすい服装
でk６月１５日（水）から電話または講
座名・氏名・住所・電話番号・年齢を
記入の上、ファクスで市文化協会緯
４７７・４７００（ファクス同。電話受け付
けは第４月曜日を除く平日の午前９時
〜午後５時）へl同協会
歳末たすけあい募金地域福祉活動
補助金第２回申請事業募集
　「より安心して心豊かに暮らせる地
域づくり」に向けて、市民が自主的に
取り組む活動に対し、その経費の一部
（補助対象経費の３分の２まで）を補
助する「平成２８年度歳末たすけあい募
金地域福祉活動補助金（第２回）」の申
請事業を募集します。対象となる事業・
団体・実施期間・補助金額などの詳細
は、募集要項でご確認ください。
　ab要項配布期間＝６月１５日（水）
〜７月２９日（金）に社会福祉協議会事
務局、中央町地区センター、または同
会ホームページ（http://www.higashi 
kurume-shakyo.or.jp/）でkl７月２９
日（金）午後５時までに（必着）、同協
議会地域福祉担当緯４７５・０７３９へ
チャレンジボランティア講座
　小学４年生以上の児童・生徒・学生
で、地域でボランティア活動をしてみ
たい方をサポートする講座です。ボラ
ンティアについて学び、希望者には高
齢者福祉施設や障害者福祉施設、保育
園、ボランティア団体での活動を紹介
します。
◎ボランティア講座
　次のいずれか１日に
必ずご参加を。
　a①７月３日②１７日
のいずれも日曜日、午前
９時〜１０時g無料k当日直接会場へ
◎活動の申し込み（前記講座参加者の
み受け付け）
　a①７月３日②１７日のいずれも日曜
日、午前１０時半〜正午g３００円（ボラン
ティア保険代）
《共通事項》b①が中央町地区センタ
ー第３・第４会議室、②がわくわく健
康プラザ２階社協会議室
◎ボランティア活動
　a８月１日（月）〜３１日（水）。最短
で半日から選択可e小学４年生以上の
児童・生徒・学生i受け入れ施設により
年齢制限などの条件がありますkl
同協議会ボランティアセンター緯４７５・
０７３９または同センターホームぺージ
（http://www.higashikurume-shakyo. 
or.jp/）へ
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
～地域で子育ての助け合い～
　お子さんの送迎、見守りでお困りの
方に市民の協力者がサポートする有償
の地域の助け合い活動です。
　利用希望者、協力希望者は、説明会
に参加してください。協力者は講習会
に参加後、サポート会員となり、実際
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